
四つのテスト（言行はこれに照らしてから）Ⅰ.真実かどうか Ⅱ.みんなに公平か  Ⅲ.好意と友情を深めるか Ⅳ.みんなのためになるかどうか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは！今日は一日早

いバレンタインのチョコレート、

野村会員、梅田会員からクラブの

皆さんへと頂きました。お心遣い

ありがとうございます。この歳に

なるとあまり縁がなく遠のいておりますが、頂けると

何となくほっこりと嬉しいものです。 

さて、先日 2月 11日（土）のインターシティミーテ

ィングへのご出席お疲れ様でした。和歌山中ＲＣのホ

ストによるフィリピンデイケアセンター保育園プロジ

ェクト支援金を贈呈したという事でサンペドロＲＣ会

長様より記念盾を各クラブへと頂戴しました。当クラ

ブからはあまり協力させて頂いていなかったので心苦

しく感じました。回覧致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇◇ 会長報告    大野 治朗 会長 ◇◇ 

  

国際ロータリー会長 ジョン F. ジャーム 

第 2640 地区ガバナー 福井 隆一郎 

 

 

奉仕と友情 
『 』 

 

 

会  長 ／ 大野 治朗 副会長 ／ 當仲 清孝  幹事 ／ 栗山  久 

会報委員／西出 隆一 田邊 和喜 多治川 仁 

[例会日] 毎週 月曜日 12：30～13：30 

[例会場] 和歌山市湊通丁北 2-1-2 ホテルアバローム紀の国 

[事務局] 和歌山市雑賀屋町 52 南方ビル２階 （〒640-8249） 

     TEL 073-435-3470 / FAX 073-435 -3472 

          E-mail：wa-az-rc@naxnet.or.jp 
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＊ 本日の例会  2月 20日（月）＊ 

▼第 819回例会   

☆夜間例会 18:30～19:40 

☆内部卓話「最近の僕のお仕事」 

               山田 茂会員 

＊ 次回の例会  2月 27日（月）＊                    

▼第 820回例会    

  ☆外部卓話 

   「今だから伝えたいエルトゥールルの物語」 

        ＮＰＯ法人エルトゥールルが世界を救う  

理事 西廣 真治様 

 

  ＊ 前回の例会記録 2月 13日（月）＊ 

▼第 818回例会   

○ロータリーソング  日も風も星も 

 ○ゲ ス ト 紹 介  

○ビジター紹介  

○出 席 報 告  会員数 32名（内出席免除 3名） 

本 日 の 出 席   2月 13日 22/29名 75.86％ 

前々回修正出席  1月 30日  22/29名 75.86％ 

メーキャップ   0名 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今日行われました、臨時理事役員会の内容をお知らせ

いたします。2017年度米山記念奨学生世話クラブ

（4月から 1年間）受け入れについて、20周年も控

えており、そういう奉仕も必要との事で、受けさせて

頂くことで承認されました。 

次に、先週の例会にて報告させて頂いた市内 9RC会

長幹事会での「Eクラブを分区 3の和歌山に入れる」

件につきまして、会長幹事会当日の一部意見が出てき

ましたがまだ結論は出ておりません。（補足説明割

愛）追ってご報告いたします。 

 

 

ＩＭのご出席ありがとうございま

した。下半期の会費がまだの方は

お振込みお願いします。 

３月のプログラム予定表をボック

スに配布しておりますのでご確認

下さい。24日（金）、東南ＲＣとの合同例会の案内は

追って FAXさせて頂きます。 

次年度のロータリー手帳のお申込み受け付けます。回

覧しますので申込される方は〇印して下さい。 

来週は夜間例会 18：30からです。時間厳守でお願い

します。アルコールは出ません。 

 

＝＝＝＝＝3月プログラム予定＝＝＝＝＝ 

６日（月）外部卓話 吉田染工㈱ 

代表取締役 吉田篤生様（和歌山東 RC） 

「地方から世界へ～地方染工場の挑戦～」 

 

13日（月）外部卓話 一般社団法人 

カピオンエデュケーションズ 理事 能登 左知様 

「GTEと DECAについて  

～日本の高校生はこれからどう変わるか～」 

 

20日（月）祝日休会 

 

24日（金）和歌山東南ＲＣとの合同例会 

ホスト：和歌山東南ＲＣ 

場  所：ルミエール華月殿 

時  間：18:30～20:30 

会  費：3,000円 

 

27日（月）24日（金）に例会変更のため、休会 

 

～その他、4月以降の行事～ 

4月  3日（月）アゼリア会 （夜間例会） 

4月 15日（土）和歌山市内 9RC親睦ゴルフ大会 

        於：紀伊高原ゴルフクラブ 

        ホスト：和歌山アゼリアＲＣ 

5月 15日（月）移動例会（夜間例会） 

 

 

◎雑誌・IT・広報委員会     

今日は急遽、お仕事の都合で北野

会員がご欠席ですので、代わりに

お預かりしている原稿を代読させ

て頂きます。（白神 修次委員長） 

 

◇◇ 幹事報告   岡本 嘉之 副幹事 ◇◇ 

◇◇  委 員 会 報 告  ◇◇ 



ロータリーの友２月号読みどころ紹介 

北野 敏夫副委員長 

横書き P7～P10「合併･・・・その後」というタイト

ルで、埼玉、東京、熊本にあるロータリークラブが合

併するまでの道のり、また、合併後の状況が書かれて

います。 

P16からポリオ撲滅の記事があります。 

その中で、P19の下の欄に「私とポリオ」という題

で 2歳半の時、ポリオにかかられたロータリアンの

方の記事があります。多くの人々、またロータリアン

に支えられた人生のようです。 

P30には熊本地震、P31には東日本大震災の記事が

あります。熊本では野球、埼玉の浦和ではサッカーを

通じて親睦、交流があったようです。    

縦書き P16から、100歳、99歳になられたロータリ

アンの方について書かれた記事があります。 

白寿を迎えられた方は 56年間連続 100％出席だそう

です。 

P19に、和歌山東南ＲＣの会員さんが 4Ｋ、8Ｋテレ

ビ受信の事で書かれた記事があります。少し難しいで

すが、興味のある方は読んでみて下さい。 

Ｐ21上段中央に 2640地区堺フェニックスＲＣの会

員さんの俳句が載っています。 

Ｐ25最下段に堺フェニックスＲＣの記事がありま

す。 

Ｐ26に守口ＲＣが、「自殺防止最前線シンポジウム」

を開催。多方面で活動の成果を上げて来られた方の基

調講演や、パネルディスカッションが行われた記事が

書かれています。 

 

◎アゼリアバンド同好会     松本  博リーダー 

アゼリアバンドからの報告です。 

田原会員のご紹介により、２月１８

日（土）に「シルバーユニオン和歌

山 笑の会」で演奏します。 

華月殿にて１６：３０からです。 

バンドのメンバーは１４：３０に練習場へ集合です。 

今回は運搬のお手伝いはいりません。以上です。 

アゼリアバンド演奏会プログラム 

＝＝シルバーユニオン和歌山 笑の会＝＝ 

於：ルミエール華月殿 7階 

2017年 2月 18日（土） 

司     会：小形みちる 

バンドメンバー:リードギター 松本  博 

キーボード   當仲 清孝 

ベースギター 井上 晴喜 

ドラムス     松本 良二 

1.五番街のマリー       藤田眞佐子 

2.思い出の渚         岡本 嘉之 

3.スタンドバイミー       松本  博 

4.テネシーワルツ         松本  博 

5.ベサメムーチョ        當仲 清孝 

6.ある恋の物語          當仲 清孝 

 

 

◎第 4回クラブ協議会（全員参加型） 

「委員会事業中間活動報告」 

各委員会の常任委員長、特定分野担当委員長より、今

年度現在までの委員会事業の進捗状況と、今後の予定

が発表されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇◇  ク ラ ブ 協 議 会  ◇◇ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大野 治朗会員 

先週のインターシティミーティングご出席ありがとう

ございました。 

野村さん、梅田さん、バレンタインのプレゼントあり

がとう！！ 

井上 晴喜会員 

一昨日のインターシティミーティング、ドタキャンに

なり申し訳ございませんでした。大野会長と掛下さん

のスピーチ、楽しみにしてましたのに残念です。 

松本 良二会員 

昨日のインターシティミーティングで発表された掛下

さん、簡潔で大変良かったです。「らりるれろ⤴」も

言えてましたし。 

大野さんの講評はすばらしかった。やっぱりガバナー

を狙っているのですね！ 

内藤 和起会員 

「心頭滅却すれば火もまた涼し」で、火渡りに参加し

ました。火の上を歩くより雪解け水の泥の上に素足で

立っている方が「行」でした。 

野村  伸会員 

インターシティミーティング出席出来ず申し訳ありま

せん。 

本日合計額 13,000円      今年度累計額  809,300円      

 

＊ロータリー財団 

内藤 和起会員 大野 治朗会員 

本日合計額   2,000円     今年度累計額 184,000円    

＊米山奨学 

本日合計額       0円      今年度累計額  119,000円    

 

 

   ワンワン基金寄付 

本日合計額          円      今年度累計額  76,860円  

 

 

 

 

市内ロータリークラブ 例会情報 

クラブ名 日   時  内     容  

和 歌 山 北 2月 20 日(月) クラブフォーラム 「第 3 回 I.D.M.発表」  

R 情報・規定委員会 

和 歌 山 2月 21 日(火) 「放送と防災」日本放送協会 

和歌山放送局 シニアアナウンサー 

今城和久 さん 

和歌山東南 2月 23 日(木) 

18:30～  

22 日の例会を変更 

和歌山南ＲＣとの合同例会  

ダイワロイネットホテル和歌山４Ｆ 

和 歌 山 西 2月 22 日(水) 

 

新会員自己紹介 

栖原 豊会員、安井 健会員 

和 歌 山 東 2月 23 日(木) 卓話 「トランプ大統領就任後のマーケットの

見通し」 

ＳＭＢＣ日興証券(株)エクイティマーケティ

ング部  島田 貴史さん 

和歌山城南 2月 23 日(木)  リラックス例会 

和 歌 山 南 2月 23 日(木) 

18:30～ 

24 日の例会を変更 

和歌山東南 RC との合同例会 

ダイワロイネットホテル和歌山 

和 歌 山 中 2月 24 日(金) サイン受付 

 

◎サイン受付 

和歌山東南ＲＣ：2月 22日（水）12:00～12:30 

        ルミエール華月殿 

和 歌 山 中ＲＣ：2月 24日（金）18:30～19:00 

        和歌山中 RC事務所 1F 

和 歌 山 南ＲＣ：2月 24日（金）12:00～12:30 

        ダイワロイネットホテル和歌山 

和 歌山 北ＲＣ：2月 27日（月）12:00～12:30 

ルミエール華月殿 

◇◇ Ｓ.Ａ.Ａ.報告（3つの箱） ◇◇ 


